平成 26 年度『わだちの会』定例代議員会議事録（案）
日時：平成 26 年 6 月 17 日（火）
18 時 30 分より 19 時 30 分
会場：理工学部駿河台校舎
1 号館第 121 会議室
＜出席者＞
代議員（役員・事務局との兼任者も含む）
村瀬芳昭（1）秋山尚夫（2）冨増明（3・新潟支部選出代議員）山田弘(3)市川恵一（5）丸山誠(7) 花田
(8)糸山温英（9）植田和彦（11）渋谷喜代和（12）西原相五（12）鍋山博一(13)平本誠（14）小野久(15)
藤井敬宏(16)横山哲(17)戸川幹夫(22)吉田眞(24)小早川悟（27）吉野泰宏（29・鉄道わだちの会幹事）
齊藤準平（33）石井大悟（38）古賀浩樹(40・首都高グループ幹事)山中光一（43）田中（織田）祐美子
（45）薄葉敦史（49）明渡隆浩（50）安倍智紀（50）
以上 28 名（敬称略、卒業期順）
＜委任状＞ 36 名
わだちの会名誉会員
水間雅昭（3）津越由康（5）森下庄三（6）
わだちの会役員・事務局（代議員との兼任者も含む）
役員
山本忠幸(9)植田和彦（11）上田武（12）西原相五（12）佐藤有治（17）横山哲(17)下川澄雄（18）鈴木
弘幸（19）椎名啓雄（21）戸川幹夫(22)
事務局
下邊悟(10) 藤井敬宏(16)安井一彦（17）峯岸邦夫（23）轟朝幸（24）小早川悟（27）江守央（33）斉藤
準平（33）伊東英幸(37)石坂哲宏(38) 山中光一（43）池田隆浩（45）
以上 22 名（敬称略、卒業期順）
会員
渋谷勉（9）吉原健一（9）加藤道雄（16）
＜資料＞
資料 1 平成 25 年度 わだちの会定例代議員会議事録（案）
資料 2 新規代議員名簿
資料 3 平成 25 年度 わだちの会事業報告
資料 4 桜工 2014 p.33（事務局だより）、p.25（部会だより）
資料 5-1 平成 25 年度 わだちの会決算報告
資料 5-2 平成 25 年度 理工学部校友会交通部会決算報告
資料 6-1 平成 25 年度 わだちの会監査報告書
資料 6-2 平成 25 年度 理工学部校友会交通部会監査報告書
資料 7 平成 26 年度 わだちの会事業計画（案）
資料 8-1 平成 26 年度 わだちの会予算案
資料 8-2 平成 26 年度 理工学部校友会交通部会予算案
資料 9 会則改正書面審議結果
資料 10 創立 50 周年記念事業（案）
資料 11 名簿メンテの方針（案）
資料 12 代議員会への全卒業期の代議員の出席への取り組み

別添
わだちの会会則（案）
会則新旧対応表
わだちの会寄付募金のお願い（案）
名簿（不明者リスト）の更新に関する依頼
会報 わだち Vol.30
わだちの会創立 35 周年 機関紙「わだち」 記念事業特集号
平成 26 年度 わだちの会定例代議員会 代議員出欠一覧
わだちの会理事および理工学部校友会交通部会常任幹事（案）
平成 26 年度 事務局構成（案）
＜開会＞（司会：齊藤）
１. 会長挨拶
植田会長より開会の挨拶がなされた。
２. 出席者の紹介（事務局：江守）
代議員、役員、事務局の紹介がなされた（代議員出席者 28 名、委任状 36 名）
。
３. 議長の選出 （事務局：峯岸）
出席者の中から植田会長が議長に選出された。
４. 議事
以下、植田議長により議事が進行された。
第 1 号議案 前回議事録（案）の確認（事務局：齊藤）
・資料 1 に基づき、前回議事録の確認が行われ、承認された。
第 2 号議案 新規代議員の承認（事務局：峯岸事務局長）
・資料 2 に基づき、平成 25 年度卒業の新代議員として明渡隆浩氏、安倍智紀氏の紹介がなされ、
承認された。
第 3 号議案 平成 25 年度事業報告（事務局：峯岸事務局長）
・資料 3 に基づき、平成 25 年度の活動内容について報告され、承認された。
第 4 号議案 平成 25 年度校友会報告（理事会：山本交通部会長）
・資料 4 に基づき、山本交通部会長より、校友会の活動報告が説明された。
第 5 号議案 平成 25 年度わだちの会収支決算報告（事務局：江守財務担当）
・資料 5-1 に基づき収支決算が報告された。
第 6 号議案 平成 25 年度校友会収支決算報告（事務局：伊東財務担当）
・資料 5-2 に基づき収支決算が報告された。
第 7 号議案 同 監査報告（監査役：横山監査役、戸川監査役）
・資料 6-1、6-2 に基づき会計監査報告がなされ、了承された。次期監査役は、戸川幹夫氏、吉田
眞氏が務めることで承認された。
第 8 号議案 平成 26 年度わだちの会事業計画（案）
（事務局：峯岸事務局長）
・資料 7 に基づき説明がなされ、承認された。
第 9 号議案 同 予算（案）
（事務局：江守財務担当）
・事業計画に即して作成されたわだちの会予算案（資料 8-1）に関して説明がなされ承認された。
第 10 号議案 平成 26 年度交通部会予算（案）
（事務局：伊東財務担当）
・事業計画に即して作成された交通部会予算案（資料 8-2）に関して説明がなされ承認された。
第 11 号議案 会則改正について（会則改正委員会：下川委員長）
・資料 9 に基づき、説明がなされ、承認された。地方・職域分会に名称が変更されるが、会則は次回
改定時に変更する。
第 12 号議案 わだちの会創立 50 周年記念事業について（事務局：峯岸事務局長）

・資料 10 に基づき、説明がなされ、意見交換の上、原案通り承認された。
第 13 号議案 名簿メンテナンスについて（事務局：石坂名簿担当）
・資料 11 に基づき、説明がなされ、意見交換の上、原案通り承認された。
第 14 号議案 代議員会への全卒業期の代議員の出席への取り組み
・資料 12 に基づき、説明がなされ、意見交換の上、原案通り承認された。

その他
・別添資料に基づき、植田会長より寄付募金のお願いについて説明され、承認された。
・代議員の山田弘氏（3 期）より、代議員の活動について、高齢に伴い負担のないような活動を
検討していくことが要望された。
・植田会長が再任された。
＜閉会＞
以上（記録：齊藤 33）

